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第 2848 回

幹事：鈴木弘毅

10 月 21 日

＜住み続けたい街―葉山・逗子・鎌倉―＞
葉山ロータリークラブの皆様、本日

ロータリーソング斉唱

は宜しくお願い致します。合同例会が

来訪者 （ゲスト・ビジター） の紹介

実現して本当に良かったです。コロナ

会長の時間：服部会長

禍では、様々な催しが中止になりまし

幹事報告：来信・告示事項

た。例会が無事に行われることで、と

委員会報告：

ても幸せを感じます。
私は、逗子生まれ、葉山育ちです。葉山の実家は下山

出席報告：
13:00

ニコニコ BOX 発表：

口にあり、バス停から歩いて 20 分もかかる田舎です。

「自分史で日本を元気に」

時々、道で狸が車にひかれていますし、シラサギも庭に

玄 真琴様
13:30

服部会長の時間

逗子葉山経済新聞編集長

閉会宣言

匂坂 S.A.A

点 鐘

服部会長

予
11 月 4 日(木)
11 月 11 日(木)

てきますし、子どものころは夏になると、網戸にカブト
ムシが飛んできて引っかかっていることも良くありまし
た。
そんな山の中ですが、いまでも東京や横浜などから引

定

12:30「映画 189 について」

っ越して来られる方がいます。だいたい家族連れです。

坂元亮介様

生活の不便さはあるものの、東京からそれほど遠くない

12:30「逗子アクティビティーズに
ついて」

村田実行委員長

各委員長

於：カンティーナ
11 月 25 日(木)
12 月 2 日(木)

自然の中で過ごせる価値というものがあるのでしょう。
先日、不動産会社の大東建託の“居住地に関するラン

加藤慶一様

18:00「60 周年記念式典に向けて」
11 月 18 日(木)

飛んできます。山の中なので、虫もどんどん家に侵入し

キング”が発表されていました。
首都圏の「住み続けたい街」ランキングでは、葉山町
が 1 位、逗子市が 2 位、鎌倉市が 3 位となっていまし

12:30「ロータリー財団について」

た。また、居住者に幸福度合いを尋ねた「街の幸福度」

中村眞英財団補助金委員会副委員長

については、1 位が埼玉県鳩山町、2 位が横浜市都筑区、

12:30 年次総会

3 位が東京都中央区でした。こちらは 10 位に逗子市が

役員・クラブ管理

運営上半期報告

下半期計画発表

入っています。
正直なところ、
「住み続けたい街」と、「街の幸福度」

2847 回 例会記録 2021 年 10 月 21 日（木）
出席報告：会員数 44 名 出席者 23 名

52.3％

幹事報告：世界ポリオ根絶サミット in D2780」開
催 10/24

12:30～You Tube 視聴

・日本経済新聞社【10 月 22 日(金)朝刊全国版】ロ
ータリーの一面広告掲載についてのお知らせ
・横須賀北 RC より週報受理
・国際ロータリー日本事務局より寄付明細を受理
委員会報告：60 周年記念事業委員会開催の予定

で何の違いがあるのか、よく分かりませんが、街のイメ
ージというのは大事だと思います。葉山や逗子、鎌倉は、
海と山という自然が多く、のんびりしているイメージが
あると思います。住んでみると、実際には道は狭いし、
渋滞は多いし、ゴミ出しもたいへんと、住みにくい面の
問題も多いですが。
結局のところ、住んでいる人にとっては、“その町”
が一番だと思うので、ランキングでは、回答者の多い町
が上位に挙がったのではと思います。
文字通り「住めば都」と言いますからね。

逗子 RC・葉山 RC 合同例会
40 年前の 6 丁目は 500 坪単位で

逗子 RC 鈴木幹事・服部会長

合同例会が開催でき幸せ
です。私は逗子生まれ葉
山育ち。ある調査で住み
続けたいランキング 1 位
は葉山、2 位逗子、3 位
鎌倉。生活の不便さはあ
るが東京からそれほど遠
くない自然の中でのんび
りと過ごせる価値という
ものがある。

於：葉山国際カンツリー俱楽部

葉山 RC 戸張会長・関根幹事代理

9 月までは Zoom 例会で
した。10 月になり児童施
設の生徒を集め“いもサ
ミット”の奉仕活動を行
います。5 月には、規模
を縮小して創立 40 周年
記念式典を行う予定で
す。本日は素晴らしい合
同例会になります様に。

新会員の紹介

♪それでこそロータリー～♪

１０月誕生・結婚記念日のお祝いを頂き

ビジター

60 周年記念事業紹介

葉山 RC

け ぶ か わ

しんさく

癸生川会員 神朔会員

徳永副委員長

司法書士 健康経営コンサルタント

「知ろう、守ろう、逗子の海と生き物」

逗子 RC
箱山・椿

新井各会員

米山奨学生 黄 尉倫君
山本由夫 カウンセラー

創立 60 周年

創立 1962 年 3 月 8 日
スポンサー：横須賀 RC
特別代表：村瀬春一氏

葉山 RC

創立 40 周年

創立 1981 年 10 月 26 日
スポンサー：逗子 RC
特別代表：菊池正治氏

第 2 グループ親睦ゴルフコンペ

36 名参加
ポリオ根絶キ
ャンペーンを
実施。チャリ
ティー募金が
寄せられた

ニコニコＢＯＸ本日合計

￥４３．０００

箱山直樹様(鎌倉 RC)…初めて出席させて頂きます。よろ
しくお願いします。
新井今日子様(鎌倉 RC)…本日とても楽しませて頂いてお
ります。
椿和香様(横須賀 RC)…今日はお邪魔させて頂きます。よ
ろしくお願い致します。
服部君…葉山の皆さん、よろしくお願い致します。
鈴木弘毅君…箱山会長、新井さん、ようこそ！
矢部君、田耕君…葉山 RC の皆様、ようこそ。
森澤君…葉山 RC の皆様、ようこそ移動例会へ。
大野君、古畑君…葉山 RC の皆様、本日はよろしくお

累計 ￥４６４．０００

願い致します。
菊池君、矢島君…合同例会、よろしくお願い致します。
徳永君…本日、よろしくお願いします。
西久保君…お疲れ様です。
松井君…第グループコンペ、ベスグロ取りました❕
横山君…運よく、7 位入賞しました。
山本君…ゴルフ、ご苦労様でした。
桐田君…今日は天気も良く、ゴルフ組羨ましいです。
匂坂君…10 月 27 日結婚記念、銀婚式です。
清水惠君…お祝の「ドライステーキ」を頂き。

